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 性別による固定的な役割分担意識に
とらわれず、家事や育児、介護をお
互いに協力して行っています。

 性別にかかわりなく、子ども自身の
個性や自主性を尊重した子育てが行
われています。

 ＤＶについての理解が進み、お互い
を尊重し、相手を思いやり、安心し
て暮らしています。

家庭

 古い慣習やしきたりにとらわれず、
多様な生き方を認め合えるように
なっています。

 意思決定の場へ男女がともに参画し、
活力あるまちづくりが行われていま
す。

 地域活動やボランティアに男女がと
もに積極的に参画し、誰もが住みよ
いまちづくりに取り組んでいます。

地域

 採用、配置、昇進等の場面で、男女
格差が解消され、個性や能力が十分
に発揮されています。

 意思決定の場へ男女がともに参画し、
活力ある運営が行われています。

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）がとれた働き方ができ
ています。

職場

 性別にかかわりなく、自主的に学び、
考え、行動する子どもを育てる教育
が行われています。

 学習活動や学校生活を通して、お互
いを尊重する意識が育まれています。

学校・園

 男女共同参画社会基本法に基づき、国や大阪府の計画を踏まえるとともに、「岸和田市まちづくりビジョン」（第４次岸和田市総合計画）を上位計画とし、他の関連計
画とも整合性を図ります。

 本市においては、「岸和田市自治基本条例」「岸和田市男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
 本計画は第３期計画を継承、発展させるとともに、基本目標ⅡとⅣを以下の計画と位置づけます。

 基本目標Ⅱ「男女がともに働きやすいまちづくり」は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」における推進計画と位置づけます。
 基本目標Ⅳ「男女がともに安心して暮らせるまちづくり」の基本施策１「DV防止対策と被害者支援の仕組みづくり」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（DV防止法）」に基づく基本計画と位置づけます。

令和３年度～１２年度の１０年間
ただし、５年を区切りとして計画の進捗状況を検証
し、新たな課題への対応も含め、見直しを図ります。
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① 男女共同参画推進体制の充実

② 市職員の男女共同参画意識の向上

③ 男女共同参画センターの機能充実

④ 男女共同参画推進計画の進行管理

① 多様な生き方を認める学校教育の充実

② 学校園における意識づくり

③ 家庭や地域における意識づくり

① 市民団体等における男女共同参画の促進

② 男性の家事・育児・介護への参画促進

③
男女共同参画の意識づくりのための情報の
収集・提供

④
性別による固定的な役割分担意識の払拭に
向けた啓発

① 多様な働き方への支援

② 就職・再就職・起業をめざす女性への支援

③ 事業所の女性活躍に関する取組への支援

① ワーク・ライフ・バランスの理解促進

② 働き方改革の推進

③ 地域活動やボランティア等への参画促進

① 審議会等への女性の参画促進

② 管理職への女性の積極的な登用

③ 地域活動への女性の参画促進

④ 女性リーダーの育成、人材の発掘

⑤ エンパワーメント※２の推進

① ＤＶ防止に向けた啓発の推進

② ＤＶ被害者への相談支援体制の充実

①
リプロダクティブ･ヘルス／ライツ※４の理
解促進

②
ライフステージに応じた心身の健康管理の
推進

① 多様な性のあり方への理解促進

② 男女共同参画の視点からの子育てへの支援

③
男女共同参画の視点からの高齢者や障害者
への支援

④ ハラスメントの防止

⑤ 多様化する新たな課題への支援

① 男女共同参画の視点を取り入れた地域防災

1. 男女共同参画社会
への理解の促進

Ⅰ
男女共同参画意識が定着
したまちづくり

男女共同参画は、個人の意
識に働きかけ、行動につな
がることから始まります。
啓発・広報活動等の取組に
より、意識の深化と定着を
めざします。

3. さまざまな教育の
場における男女共
同参画の推進

2. 男女共同参画を推
進する体制等の充
実

1. 政策や意思決定の
場への女性の参画
促進

Ⅲ
男女がともに活躍する
まちづくり

さまざまな場面での意思決
定に男女がともに参画する
ことによって、多様な価値
観が反映され、活力あるま
ちづくりにつながります。
そのための人材育成や、体
制整備をめざします。

基本目標 施策の方向基本施策

Ⅱ
男女がともに働きやすい
まちづくり

一人ひとりが個性と能力を
発揮し、社会経済活動を支
え、安定した生活が送れる
ように、性別にかかわりな
く、働きたいと思う人が働
くことができ、働きやすい
環境をつくっていくことを
めざします。

1. 労働の分野におけ
る男女共同参画の
推進

2. ワーク・ライフ・
バランス※１（仕
事と生活の調和）
の推進

【女性活躍推進計画】

※用語の説明は７ページに記載しています。
４ ５

基本施策 施策の方向基本目標

基本施策 施策の方向基本目標

1. ＤＶ防止対策と被
害者支援の仕組み
づくりⅣ

男女がともに安心して
暮らせるまちづくり

近年、大規模な自然災害が
起こる中、市民の意識が高
まり、地域でも防災分野の
積極的な取組が行われてい
ます。またＤＶ※３は社会
問題となっています。一人
ひとりが安心して暮らせる
ことをめざして、男女がと
もに取り組んでいくことを
めざします。

2. 生涯にわたる健康
支援

3. 一人ひとりが自分
らしく暮らせるた
めの仕組みづくり

4. 防災の分野におけ
る男女共同参画の
推進

【DV対策基本計画】

基本目標 施策の方向基本施策



 庁内推進体制の強化・・・ 「岸和田市男女共同参画推進本部」を中心に全庁的な取組を総合的・効果
的に推進します。

 市民、事業者及び教育関係者との協働、連携・・・本計画の推進には、市民一人ひとり、職場、地域、
学校・園などあらゆる場面での取組みが重要であるため、市民、事業者、教育関係者と協働するととも
に、互いの連携を進めます。

 男女共同参画センターの充実・・・男女共同参画の学習機会の提供、情報収集と提供、相談事業、グ
ループ活動支援の機能を充実させ、男女共同参画推進のための拠点施設として充実を図ります。

計画の推進体制

岸和田市
市民や事業者、教育
関係者と協働し、男
女共同参画のための
施策を進めます。

市民
家庭や地域、職場、学校などあ
らゆる場での男女共同参画を進
めます。

教育関係者
子どもたちへの男女共同
参画の意識を高めるため
の教育を進めます。

事業者
一人ひとりのワーク・ラ
イフ・バランスをめざし、
職場での男女共同参画を
進めます。

 基本目標ごとに「成果目標」を設定し数値目標を掲げます。各課で毎年作成する実施計画では、
「成果指標」の目標値達成に向けた「活動指標」を設定し、計画を推進します。年度ごとの数値目
標を掲げることで、課題解決への到達度の検証をします。実施計画の策定時には、人権・男女共同
参画課が積極的に関わり、より一層連携した取組をめざします。

 R７中間評価:計画の進捗状況を検証し、新たな課題への対応も含め、見直しを図ります。
 「岸和田市男女共同参画推進本部」においては、数値目標の達成状況や進行状況について、計画の

評価を行うとともに、施策の推進状況について検証し、本計画を総合的に推進します。
 「岸和田市男女共同参画推進審議会」においては、岸和田市男女共同参画推進本部と連携して、本

計画の変更や課題の追加も含めた総合的な評価をします。

計画の進行管理

※１ ワーク・ライフ・バランス（work–life balance）
一人ひとりがやりがいや充実感をもちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活におい
ても、子育て期、中高年期などといった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択、実現できることをいう。

※２ エンパワメント（empowerment）
力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況を変えていこうとする考え方のこと。

※３ ＤＶ
ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）の略。配偶者や同居している恋人から受ける暴力行
為。身体的暴力のみならず、言葉の暴力、性行為の強要、物の破壊なども含む。

※４ リプロダクティブ･ヘルス／ライツ (Reproductive Health and Rights)
「性と生殖に関する健康・権利」と訳される。略して「リプロ」とも言われる。女性が生涯にわたって、性
と健康とこれらの問題について、十分な情報を得て自己管理・自己決定する権利は人権の一部であるという
考え方。
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平成22年12月20日条例第34号

すべての人は、個人として尊重され、性別によって差別されない平等な存在である。
わが国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれている。そして、

男女平等の実現に向けた様々な取組が国際社会における取組と連動しつつ進められ、
平成11年に男女共同参画社会基本法が施行された。

岸和田市においては、平成４年から「きしわだ女性プラン」を策定し、時代の変遷
に沿った様々な男女平等施策に取り組んできた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度や慣行
は依然として根強く残っており、また近年は女性に対する暴力が社会問題として認識
されるようになった。男女平等な社会の実現にはなお一層の努力が必要と言える。

このような状況を改善するため、培われてきた伝統や文化に配慮しつつ、固定化さ
れた男女の役割にとらわれず自らの意思によって、個性と能力を十分に発揮し、男女
が社会のあらゆる分野に対等に参画し、喜びも責任も分かち合う男女共同参画の推進
が重要である。

ここに岸和田市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置づけ、市、市民、事業
者及び教育関係者が協働して、男女共同参画のまちづくりに取り組むことを決意し、
この条例を制定する。

（目的）
第１条 この条例は、岸和田市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、

市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の
推進に関する施策の基本的な事項を定め、もって男女共同参画の推進を図ることを
目的とする。
（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(１) 男女共同参画 男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

る機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、自らの意思に
よって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野（以下「社会のあ
らゆる分野」という。）における活動に参画し、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担
うことをいう。

(２) 市民 市内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は市内に事業所を置く次号に規
定する事業者をいう。

(３) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(４) 教育関係者 市内において学校教育、家庭教育、職場教育、社会教育その他

の教育活動に携わる者をいう。
(５) 積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、
活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(６) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手に不
快感若しくは不利益を与えること又は相手の生活環境を害することをいう。

(７) ドメスティック・バイオレンス 夫婦（婚姻の届出をしていないが、事実上
婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。）その他密接な関係にある男女の間
で行われる暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

（基本理念）
第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。
(１) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的又は間接的であ

るかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能
力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。

(２) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度及び慣行は、男女の社会
における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことのないよう見直されること。

(３) 市における施策又は事業所若しくは各種の団体における方針の立案及び決定
に、男女が対等に参画する機会が確保されること。

(４) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、ともに家事、育児、
介護等の家庭生活における活動を協力して担うとともに、職場、学校、地域そ
の他の社会生活における活動に対等に参画できること。

(５) 男女が、対等な関係の下に互いの身体的特徴及び心身の変化について理解を
深め、健康に配慮するとともに、生涯にわたる性と生殖に関して自らが決定す
る権利が尊重されること。

(６) 男女共同参画の推進に向けた取組は、国際社会における取組と協調して行う
こと。

（市の責務）
第４条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置づけ、前条に定める基本

理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差改善措置を含む。
以下「推進施策」という。）を総合的に策定し、及び実施する。

２ 市は、男女共同参画の推進に関し、国及び他の地方公共団体と連携を図るととも
に、推進施策の実施に当たっては、市民、事業者及び教育関係者（以下「市民等」
という。）と協働するものとする。
（市民の責務）

第５条 市民は、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において積
極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する推進施策に協力するよ
う努めなければならない。
（事業者の責務）

第６条 事業者は、男女共同参画について理解を深め、その事業を行うに当たり、男
女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、市が実施す
る推進施策に協力するよう努めなければならない。

２ 事業者は、仕事と家庭その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整
備するよう努めるものとする。

（教育関係者の責務）
第７条 教育関係者は、基本理念にのっとり、教育を行うに当たり、男女共同参画の

推進に配慮するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければなら
ない。
（性別による人権侵害の禁止）

第８条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的であるか又は間接的で
あるかを問わず、次に掲げる人権侵害を行ってはならない。
(１) 性別を理由とする差別的な取扱い
(２) セクシュアル・ハラスメント
(３) ドメスティック・バイオレンス

２ すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭で
あることにより人権侵害を行ってはならない。
（公衆に表示する情報に関する留意）

第９条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担
及び男女間の暴力的行為を助⾧し、若しくは連想させる表現又は過度の性的な表現
を行わないよう努めなければならない。
（推進計画の策定等）

第10条 市⾧は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進計
画（以下「推進計画」という。）を策定する。

２ 市⾧は、推進計画の策定に当たっては、別に条例で設置する岸和田市男女共同参
画推進審議会の意見を聴くとともに、市民等から意見を聴取するものとする。

３ 市⾧は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
４ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。
５ 市⾧は、毎年度、推進計画の進捗（ちょく）状況について公表しなければならな

い。
６ 推進計画は、男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第３項の規

定による市町村男女共同参画計画とする。
（施策の策定等に当たっての配慮）

第11条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施
に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
（広報活動等）

第12条 市は、男女共同参画の推進について市民等の理解を深めるため、広報活動等
を行う。
（積極的格差改善措置）

第13条 市は、社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が
生じている場合には、市民等と協力して積極的格差改善措置を講じるものとする。
（推進体制の整備等）

第14条 市は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な推進体制を整備
する。

２ 市は、推進施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じるもの
とする。
（調査研究）

第15条 市は、推進施策の策定及び実施に関し必要な事項について調査研究を行うと
ともに、その成果を公表し、推進施策に反映させる。
（拠点施設）

第16条 市は、推進施策の実施及び市民等による男女共同参画に関する取組を支援す
る
ための拠点施設を設置し、その充実を図る。

２ 前項の拠点施設の設置及び管理については、別に条例で定める。
（苦情等及び相談）

第17条 市民等は、推進施策その他の市が実施する施策のうち、男女共同参画の推進
に影響を及ぼすと認められるものについて苦情又は意見（以下「苦情等」とい
う。）があるときは、その旨を市⾧に申し出ることができる。

２ 市民等は、性別による差別的な取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因
により人権が侵害されたときは、市⾧に対し、相談の申出をすることができる。

３ 前２項の規定による苦情等の申出又は相談の申出があったときは、市⾧は、速や
かに対応し、これを適切に処理するものとする。この場合において、市⾧は、当該
申出を処理するため必要があると認めるときは、岸和田市男女共同参画推進審議会
から意見を聴取し、又は関係機関に対し協力を要請するものとする。

第18条 削除
（委任）

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市⾧が別に定める。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。

（岸和田市附属機関条例の一部改正）
２ 岸和田市附属機関条例（平成15年条例第１号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）
（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

３ 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第12
号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）
（岸和田市立女性センター条例の一部改正）

４ 岸和田市立女性センター条例（平成元年条例第24号）の一部を次のように改正す
る。

（次のよう略）
附 則（平成25年３月26日岸和田市条例第16号）

（施行期日）
１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。（以下略）
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